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102 長崎県立佐世保中央高等学校定時制（夜間）平成３０年度使用教科書採択一覧表

発行者 教科書 使用

国語 国語総合 17 教出 国総 343 新編国語総合 1 全

国語 国語表現 50 大修 国表 307 国語表現 改訂版 1 普通、エンカレ

国語 国語表現 50 大修 国表 307 国語表現 改訂版 2 全

国語 現代文 17 教出 現Ａ 302 現代文Ａ　青春文学名作選　　　　　　　＿歴史の中の青春 3 全

地理歴史 世界史Ａ 183 第一 世Ａ 317 高等学校　改訂版　世界史Ａ 2 全

地理歴史 日本史A 183 第一 日Ａ 312 高等学校　改訂版　日本史Ａ　人・くらし・未来 3 全

地理歴史 地理Ａ 183 第一 地Ａ 310 高等学校　新版　地理Ａ　世界に目を向け，地域を学ぶ 3 普通

地理歴史 地理Ａ 130 二宮 地図 312 基本地図帳　改訂版 3 普通

公民 現代社会 183 第一 現社 322 高等学校　改訂版　新現代社会 1 全

数学 数学Ⅰ 7 実教 数Ⅰ 323 高校数学Ⅰ　新訂版 1 普通、エンカレ

数学 数学Ⅰ 104 数研 数Ⅰ 330 改訂版　最新　数学Ⅰ 1 エンカレ普通

数学 数学Ａ 7 実教 数Ａ 323 高校数学Ａ　新訂版 2 普通

理科 科学と人間生活 2 東書 科人 306 改訂　科学と人間生活 2 普通

理科 科学と人間生活 2 東書 科人 306 改訂　科学と人間生活 3 商業

理科 化学基礎 183 第一 化基 322 高等学校  改訂　新化学基礎 1 普通、エンカレ

理科 化学基礎 183 第一 化基 322 高等学校  改訂　新化学基礎 2 商業

理科 生物基礎 7 実教 生基 314 高校生物基礎　新訂版 3 普通

保健体育 保健体育 50 大修 保体 304 現代高等保健体育改訂版 1 全

芸術 音楽Ⅰ 17 教出 音Ⅰ 307 音楽Ⅰ　改訂版　Tutti 1 全

芸術 美術Ⅰ 38 光村 美Ⅰ 304 美術１ 1 全

外国語 コミュニケーション英語Ⅰ 15 三省 コⅠ 335 VISTA                                        English Communication Ⅰ 1 全

外国語 英語表現Ⅰ 15 三省 英Ⅰ 325 SELECT                                         English Expression Ⅰ    1 エンカレ普通

外国語 英語表現Ⅰ 15 三省 英Ⅰ 325 SELECT                                        English Expression Ⅰ     2 普通

外国語 英語表現Ⅰ 15 三省 英Ⅰ 325 SELECT                                        English Expression Ⅰ     3 商業

外国語 英語会話 15 三省 英会 302 SELECT                                        English Conversation      1 普通

家庭 家庭基礎 50 大修 家基 319 未来をつくる　新高校家庭基礎 3 全

情報 社会と情報 116 日文 社情 317 新・見てわかる社会と情報 2 普通

商業 ビジネス基礎 7 実教 商業 334 ビジネス基礎　新訂版 1 ｴﾝｶﾚ商業

商業 ビジネス実務 7 実教 商業 345 ビジネス実務　新訂版 3 商業

商業 マーケティング 7 実教 商業 336 マーケティング　新訂版 3 商業

商業 簿記 7 実教 商業 338 新簿記　新訂版 1 ｴﾝｶﾚ商業

商業 原価計算 190 東法 商業 351 原価計算　新訂版 3 商業

商業 情報処理 7 実教 商業 342 情報処理　新訂版 3 普通

商業 情報処理 7 実教 商業 342 情報処理　新訂版 2 商業


